
 
  

 

 

 

 

《小網代フリートレース》 

 小網代ヨットクラブが誇るべき伝統のクラブレースで、毎月一回開

催されている。１９７６年６月に第一回レースが行われ、以後中断される

ことなく昨年の１２月で４０年を超え４８４回を数えた。 おそらく毎月継続

されている日本で最も古いレースである。 当初は参加料がダルマウィ

スキー一本で、すべて優勝艇に与えられ、帰港後、優勝艇に参加艇が

横付けして賞品授与と酒盛りが行われた。 このため、このフリートレー

スをウィスキーレースと呼ぶ人もいる。 毎年５月と１０月には午前０時

スタートの反時計回りの初島レースが組み込まれ（現在は５月のみとな

ったが）、オーシャンレースの基礎トレーニングにもなっている。 

 

《小網代カップレース》 

 毎年１１月上旬に小網代ヨットクラブが主催する小網代カップレースが

開催されている。 小網代沖スタート、フィニッシュで大島を時計回りに

回航する６８海里のレースで、毎年最後の島回りの外洋レースとして定

着している。 第一回は１９６３年に開催され【さがみⅡ】が優勝し、代々

受け継がれる事となった立派な銀杯が授与された。  

 ２０１５年で第５２回を数える伝統のレースとなっている。 

 

《“チーム小網代” ハワイ遠征》 

 ２００１年、「チーム小網代」を結成しワイキキ沖で行われた 

Asahi Super Cup に参戦、続いて２００４年にも第２回ハワイ遠征を行っ

た。 

 「チーム小網代」は小網代艇のオーナー、クルーメンバーの有志で編

成し、現地で【PUFF（J105）】をチャーターした。  

 この遠征により、参加メンバー間、特にクルーメンバー、家族を含めた

艇相互に協力し合う仲間意識が高まり、後のヨットクラブ設立の機運と

なった。 

 

《海上自衛隊の艦旗》 

 １９４５年の太平洋戦争の敗戦により、日本海軍は滅亡、戦後駐留して

来た米英人たちが外洋ヨットを持ち込み、CCJ(Cruising Club of Japan)を

設立し活動を開始、何名かの日本人もその仲間に入り外洋ヨットの技

術、知識を学んだ。 

 その後、CCJ のメンバーが本国引き上げに伴い、CCJ を引き継ぐ形で

１９５４年に任意団体の日本・オーシャン・レーシング・クラブ(NORC)を設

立した。同時に NORC のエンサインとして、福永昭氏らクラブメンバーが

終戦後使われなくなっていた旧日本海軍の軍艦旗をロイド（ロンドンを拠

点とする保険シンジケート、船舶全般の検査・登録機関）に登録し、クラ

ブ艇の公式エンサインとして使用した。 

 軍艦旗はその優れたデザインのみならず日本海軍の興亡の歴史の象

徴であり、このままなくなってしまうのは惜しいとの強い気持ちからであ

った。 

 後年、海上自衛隊が発足した際、その艦旗としたいので譲ってほしい

との要請があり、快くクラブ旗の登録を取り消して、海上自衛隊に譲り渡

し、NORC はクラブバージを紺地の角に旭日を入れたデザインに変更、

１９６４年に財団法人日本外洋帆走協会（NORC）になった後も引き続き

使用された。 

 この様な経緯から旭日旗は海上自衛隊の艦旗として世界の海に翻っ

ている。 
 

初期の NORC エンサイン           

現在の自衛艦旗               NORC エンサイン             

 

《小網代ヨットクラブ所属艇》       ２０１６年３月２６現在 

 

1. 八丈Ⅵ     （近藤禎之） 
2. くろしお     （千葉大学ヨット部） 
3. 桜工     （日本大学理工系ヨット部） 
4. 未央     （清水正一） 
5. アプサラス        （藤本達雄） 
6. サンゴ     （藤原博） 
7. DJAGATARA Ⅵ    （奥田丈二） 
8. NEPTUNE Ⅻ    （古屋静男） 
9. SALMON FOUR    （飯島征四郎） 
10. SAGAMI     （飯島要治） 
11. TILDE     （山本憲生） 
12. 仰秀     （東京大学ヨット部） 
13. MAX     （横澤眞則） 
14. NADJA     （白崎謙太郎） 
15. KELONIA     （大谷正彦） 
16. Aube     （寺田保信） 
17. MOSSA     （吉田義明） 
18. 飛車角     （名和秀幸） 
19. PHOENIX     （山本智章） 
20. KAMAKURAⅢ    （平賀威） 
21. HURUTAKA          （渡辺好弘） 
22. 波勝     （吉岡久光） 
23. はやとり     （野村政司） 
24. アレクサンドラ     （蛯名毅） 
25. テティス・４        （児玉萬平） 
26. アルファ     （長谷川孝男） 
27. 胡桃     （氏家理央） 
28. IDEAL     （林康一） 
29. ABI     （高橋光威） 
30. OLIVIA     （永島栄一） 
31. PROUD MARY    （池永弘） 
32. ミスフィット        （高橋幸則） 
33. ハイスピリット    （佐藤忠美） 
34. ビクトリーⅡ       （落合勝喜） 
35. SPIRIT of TOKYO    （五十嵐紀子） 
36. BUJI KORE KIJIN     （石坂啓一） 
37. HATCHER        （馬渡健治） 
38. IXORA     （畑中洋二） 
39. Sun Beam 7          （中村正三郎） 
40. YODELER        （氏家陸男） 
41. たかとり     （池内貞二） 
42. 多慶丸     （渡部亨） 
43. CYNTHIA        （大柴芳雄） 
44. GULL     （粟津耕一） 
45. MONAMIWOO    （鵜原光幸） 
46. 衣笠     （鈴木康之） 
47. アフロディーテ     （増田潔） 
  注）カッコ内はオーナー或いは代表者名 

 
《OB 艇》 

MUYA、WHITE CREST、月光、蒼龍、サーモンⅠ、妙義、明日香、ドミンゴ

若王丸、HIRO、神州、どんがめ、竜王、矢矧、きんぱち、一乗 

バーミューダ、MONK、AURORA、幸 

小網代ヨットクラブ 

６０年を振り返って 

（１９５５年〜２０１５年） 

 

レー ス 活 動 な ど  

２０１６年３月２６日 
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